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第9回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)において

近畿大会初勝利

団体戦（兵庫県Ｂ）に『美除颯・竹中祐介ペア』が出場、予選リーグ2位で最終5位。

第8回 兵庫県小学生春季ソフトテニス大会において、
　　『岡本慧史・田中ペア』が県大会初の予選リーグ1位突破を果たしました。

　　への切符を勝ち取りました。

『山中祐輝・海保昂輝ペア』『鈴木駿介・美除颯ペア』、女子3ペア『高田明日佳・
橋本佐和子ペア』『大西かな子・手銭夏美ペア』『鹿嶽沙耶花・金澤涼華ペア』が
初参加しました。こののち、毎年クラブ主催大会への参加試合数が増えています。

監督交代、新体制へ

相談役に就任いたしました。

男子に続き女子も県大会初予選リーグ突破

第23回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会（兼全国・近畿予選）で、
　　『美除颯・竹中祐介ペア』が見事8位入賞し、三田Jr.として初めて近畿大会

　　『鈴木駿介・吉田涼平ペア』は個人戦出場が決まりました。
　　『美除颯・竹中祐介ペア』は個人戦・団体戦。
『美除颯・竹中祐介ペア』が8位、『鈴木駿介・吉田涼平ペア』が11位で予選突破し、

残念ながら、初勝利とはいきませんでした。

『美除颯・竹中祐介ペア』が近畿大会初勝利を挙げ、
続いて『鈴木駿介・吉田涼平ペア』も1勝しました。

男子2ペアが近畿インドア予選突破
第9回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会（兼近畿インドア予選）で

三田Jr.の前身、フラワータウンジュニアソフトテニスクラブ　発足
丸尾博文さん（現相談役）・大野正人先生らの尽力により、
　『フラワータウンジュニアソフトテニスクラブ』が発足。
当初、部員10名程で始動。年度末には、コーチ5名・部員21名で活動。

この年より本格始動し、三田Jr.の歴史が始まりました。
兵庫県連盟に登録する為、今の『三田ジュニアソフトテニスクラブ』に改名。

『美除颯・竹中祐介ペア』が個人戦・団体戦（Ｂチーム）に出場。

近畿大会初出場

対外試合初参加

記念すべき男女通じて三田Jr.初勝利は、
　　『岡野慎平・江尻裕樹ペア』　でした。
女子の初勝利は、『高田明日佳・橋本佐和子ペア』　です。

第9回 兵庫県小学生春季ソフトテニス大会で、女子の
　　『高田明日佳・橋本佐和子ペア』が初の予選リーグ1位突破を果たしました。

三田ジュニアソフトテニスクラブの誕生

第6回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会に男子4ペア・女子6ペアが初参戦。

第13回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会（於：尼崎記念公園）に

県大会初予選リーグ突破

クラブ主催大会にも参加
第6回 北近畿ジュニア和田山交流大会へ男子3ペア『岡本慧史・江尻裕樹ペア』

県大会初入賞。近畿大会へ

三田Ｊｒ．代表監督に大頭弘義コーチが就任し、前監督の丸尾博文コーチが
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芦屋大学で練習会
芦屋大学のご厚意により、高級住宅が立ち並ぶ芦屋六麓荘にあるテニスコート
で練習会が行われました。しかも、三田までスクールバスでのお迎え付きでした。
その後、他のジュニアも招いて、数回開催されました。

三田Jr.ロゴマーク完成

団体戦（兵庫県Ｂ）予選リーグ3位

　女子では『榊萌恵・杉生鈴華ペア』が2位に入りました。

初級クラスで三田Jr.初優勝に輝きました。

団体戦（兵庫県Ｂ）予選リーグ3位。

第1回 明石ジュニアソフトテニス交流大会で、『大頭友輝・広岡宙ペア』が
クラス別で初優勝

三田Jr.にも、オリジナルロゴマークが完成し、
トレーナーや帽子などに活用されています。

三田Jr.ホームページ開設

『鈴木駿介・吉田涼平ペア』が出場。個人戦予選リーグ2位、
第10回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)に

予選リーグ全敗ながら、スーパーリーグの為、決勝トーナメントに進出し、

こちらも全国では名門の上郡ジュニアと初めて練習試合をさせていただきました。

　『山村亮・大頭一輝ペア』が1位、『大頭友輝・鈴木健斗ペア』が2位

第14回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会(於：和歌山県紀三井寺運動公園)に

三田Jr.初の表彰状

ちなみに敗者復活トーナメントですが、

三田Jr.初県代表監督
第24回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会で『鈴木駿介・吉田涼平ペア』が
5位入賞で近畿大会出場を決めたので、兵庫県代表Bチーム監督に三田Ｊｒ．
から初めて大頭弘義監督が選出されました。

第5回 生野銀山春季小学生ソフトテニス大会で『鈴木駿介・吉田涼平ペア』が
見事3位入賞し、三田Jr.として初めての表彰状をいただきました。

『鈴木駿介・吉田涼平ペア』が出場。個人戦予選リーグ3位、

ソフトテニスチャレンジ

全国でも名門の姫路ジュニアと初めて練習試合をさせていただきました。
結果は…

姫路ジュニアと初の練習試合

第8回 生野銀山春季小学生ソフトテニス大会で、『大頭友輝・広岡宙ペア』が
上級クラスで初優勝

東大阪にある玉串ジュニアへ三田Jr.として初めて練習試合に行って来ました。

団体戦（兵庫県Ｂ）予選リーグ2位

一流選手とのふれあいを目的とした“ソフトテニスチャレンジ2008神戸大会”が

『大頭友輝・広岡宙ペア』が、宮下裕司・花田周弥ペア（当時同志社大学）と対戦

見事初優勝を果たしました。

第16回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会(於：滋賀県・長浜ドーム)に

グリーンアリーナ神戸で開催され、三田Jr.からも多数参加しました。
一流選手と対決するチャレンジカップでは、当時4年/2年ペアの

し、会場を大いに沸かしました。

上郡ジュニアと初の練習試合

松本宏一コーチによって待望のホームページが開設されました。

『大頭友輝・広岡宙ペア』が出場。個人戦予選リーグ2位、

東大阪玉串ジュニア練習試合
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BEST16に進出いたしました。

して、見事3位に入賞しました。

山本真優・森島穂乃花』も健闘し、3位入賞しました。

いざ！全国大会
第26回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会（於：岐阜メモリアルセンター
テニスコート）に『辻内勇輝・藤井祥太ペア』『大頭友輝・広岡宙ペア』が

合同合宿
三田Jr.恒例の夏合宿（於：伊丹山荘）に東大阪の玉串ジュニアも一緒に参加し、
お互いの交流を深めました。

三田Jr.念願の主催試合を吉川総合公園で盛大に開催されました。
第1回大会にもかかわらず、チャンピオンズカップ26ﾁｰﾑ・チャレンジカップ
10ﾁｰﾑが参加し、県内から殆どのジュニアが参加いただき、大阪府からも

出場し、個人戦では『大頭友輝・広岡宙ペア』がBEST16に進出し、9位の表彰
をうけました。

第13回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会に於いて、『大頭友輝・広岡宙ペア』

西日本大会でも入賞

『辻内勇輝・藤井祥太ペア』がBEST8に入り、5位入賞となりました。

団体戦、兵庫県チームは予選リーグを何とか1位抜けし、トーナメントも2勝

三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

第3回 西日本小学生ソフトテニス大会が香川県高松市で開催され、
『大頭友輝・広岡宙ペア』『辻内勇輝・藤井祥太ペア』が出場しました。

近畿大会初の予選突破

『大頭友輝・広岡宙ペア』が三田Jr.としてようやく予選リーグを1位抜けし、
第17回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会(於：大阪府堺市金岡公園)で

和歌山LCCと初の練習試合

おり、力の差をまざまざ見せつけられました。

『辻内勇輝・藤井祥太ペア』で、三田Jr.が優勝・準優勝を独占しました。

予選リーグを1位で突破し、決勝トーナメントに進出しましたが、初戦で

千葉県白子町で開催された第9回 全国小学生ソフトテニス大会に兵庫県

あえなく敗れました。(BEST32)

白子初参戦

団体戦ではまたもや3位に入賞しました。
個人戦では『大頭友輝・広岡宙ペア』がBEST8に進出し、5位に入賞しました。

第13回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)に

連盟推薦により、『柏木盛男・広岡宙ペア』が4年生以下の部で出場しました。

三田Jr.からは『大頭友輝・広岡宙ペア』『辻内勇輝・藤井祥太ペア』の2ペアが

第27回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会（兼全国・近畿予選）で

全国で何度も優勝している和歌山LCCと無謀にも練習試合をさせていただき

三田Jr.悲願の全国大会へ

参加し、大敗はしましたが、その後の三田Jr.のテニスを大きく変えてくれる

ました。この日は、同じく全国レベルの奈良ニューウインズが練習試合に来て

きっかけとなった練習試合でした。

　『辻内勇輝・藤井祥太ペア』が2位、『大頭友輝・広岡宙ペア』が3位入賞し、
　悲願の全国大会へ2ペアも出場が決まりました。
　兵庫県Ａ代表の監督にも、三田Jr.から初めて大頭弘義監督が選出されました。

三田Jr.チーム『大頭友輝・辻内勇輝・藤井祥太・広岡宙・柏木盛男・大江敬久・

近畿大会個人戦初の入賞

『大頭友輝・広岡宙ペア』『辻内勇輝・藤井祥太ペア』が出場。

団体戦も3位に入賞し、初めて近畿大会の表彰状をいただきました。

参加していただきました。

が初めて県チャンピオンに輝きました。しかも決勝戦は

県大会初優勝
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が優勝を決め、最後に二人が決勝をファイナルで制し、見事近畿初優勝。

第7回 上郡ロータリークラブ杯親善ソフトテニス大会において、三田Jr.男子

第14回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会で『廣瀧開・広岡宙ペア』が
近畿大会完全制覇

姫路ジュニアが三田へ
姫路ジュニアさんが三田Jr.と練習試合をするために、雪がちらつく中、下青野

三連覇を果たしました。

マッチをする事になり、0-3の完敗でした。

生野銀山三連覇

その大会で『柏木盛男・広岡宙ペア』が全勝で優勝し、『広岡宙』君は大会
4月最初のこの大会は新年度の戦力を見るのに兵庫県では重要な大会です。

ただ最後に女子の優勝、下江遥花・中別府瑞希（姫路Jr.）ペアとエキシビション

チーム『廣瀧開・広岡宙・柏木盛男・大江敬久・森島幹太・大江浩正・
広岡大河』が、初の予選リーグ1位突破し、トーナメントも決勝まで勝ち進みま
したが、決勝で姫路Jr.に惜しくも敗れ、準優勝となりました。

平成22年度 第3回 姫路招待初級者ジュニアソフトテニス大会から三田Jr.も
参加することになり、初級者から試合経験をする機会が増えました。

姫路招待初級者

公園まで来ていただきました。

見事優勝し、三田Jr.が二連覇しました。

吉川をホームグランドにしている三田Jr.が施設担当となり、保護者を含め
大会運営に大活躍しました。

第2回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦
第2回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

『廣瀧開・広岡宙ペア』がBEST8に入り、5位で表彰されました。

初の県外への試合参加

ペア』『柏木盛男・森島幹太ペア』『大江敬久・大江浩正ペア』が出場。

第4回 西日本小学生ソフトテニス大会が吉川総合公園で開催されました。

北海道へ

西日本大会が吉川で開催

第28回 L.C.C.カップジュニアソフトテニス大会に男子3ペア『廣瀧開・広岡宙

三田Jr.単独としては、初めて県外大会への参加でした。

第14回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会で『廣瀧開・広岡宙ペア』は、

第18回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会(於：京都府東舞鶴公園)で

北海道では珍しく、連日35℃を超える炎天下の中、個人戦では昨年に続き9位、
団体戦でも同じく2年連続3位に入賞しました。

上郡団体戦準優勝

県大会二連覇

兵庫県がインドア初の団体・個人完全制覇いたしました。

初日の団体戦で優勝に大きく貢献し、兵庫県女子も優勝。個人戦でも、まず女子

第27回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会が北海道旭川市で開催され、
『廣瀧開・広岡宙ペア』が出場しました。

近畿大会個人戦3位

三田Jr.ホームページをリニューアルしました。

『廣瀧開・広岡宙ペア』が個人戦でBEST4まで勝ち上がり、近畿大会初の3位
入賞となりました。団体戦ではまたまた3位となりました。

参加チームがさらに増え、和歌山・奈良・京都・岡山からも参加され、どんどん

テニス以外でも楽しめる大会となりました。

団体戦・個人戦に出場。

輪が広がってきました。また、今回よりカレーやたこ焼き等の出店もあり、ソフト

松本宏一コーチが作ったホームページを基に広岡克己コーチがリニューアル
しました。
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浩正ペア』『丸尾優太・広岡大河ペア』、女子も『澤田果林・望月菜帆ペア』『加櫓美怜・

兵庫県Ａ代表の監督に、三田Jr.から二人目で広岡克己コーチが選出されました。

三田Ｊｒ．も会場が近いということもあり、多数の方が連日応援に駆け付け、

これまで男女共団体優勝がなかった兵庫県が、初優勝を男女アベック優勝と
いう最高の結果で達成しました。

久々の2ペア出場

第19回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会が地元吉川総合公園で開催され、
『柏木盛男・広岡宙ペア』『大江敬久・森島幹太ペア』が出場。

が準優勝。『大江敬久・森島幹太ペア』が7位に入り、久々に男子2ペアが近畿大会

姫路招待優勝
第29回 姫路招待ジュニアソフトテニス研修大会で『柏木盛男・広岡宙ペア』が

第29回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会において、『柏木盛男・広岡宙ペア』

びっくりしました。

前人未踏の三連覇

全員が熱く燃えた大会でした。

開催され、個人戦で『柏木盛男・広岡宙ペア』が準優勝し、注目の団体戦では

団体戦では兵庫県Aチームが宿敵和歌山県に敗れ、2位となりました。

第4回 東兵庫ジュニアソフトテニス交流大会で『大江敬久・森島幹太ペア』
優勝し、第1回大会から三田Jr.が大会四連覇を達成しました。

和歌山L.C.C.カップ入賞

歓喜の瞬間、兵庫県初優勝

第15回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会で『柏木盛男・広岡宙ペア』が
優勝し、『広岡宙』君がペアは過去三回共すべて違いますが、個人としては

第28回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会が福知山市三段池公園他で

へ出場が決まりました。

兵庫県では悲願であった全国制覇を成し遂げました。

した。
植月知菜ペア』の2ペアが初めて出場し、『柏木盛男・広岡宙ペア』が3位に初入賞しま

個人戦で『柏木盛男・広岡宙ペア』が3位入賞。

トーナメントを勝ち上がり、この大会初優勝しました。
男女混合で全国トップレベルの子ども達が参加する中での優勝は正直なところ

第5回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会が吉川総合公園で開催され、

優勝祝賀会
第28回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会で兵庫県が団体戦で男女共
初優勝を達成したのを祝し、姫路キャッスルホテルで兵庫県の各ジュニア・
連盟・メーカー他の来賓も招いて盛大に祝賀会を開催いたしました。

檀上に並び、みんなで初優勝を祝いました。
三田Jr.からは男子監督　広岡克己、男子キャプテン広岡宙、柏木盛男が

前人未踏の大会三連覇を成し遂げました。

三田Jr.大会四連覇

『柏木盛男・広岡宙ペア』『大江敬久・森島幹太ペア』が出場。

関東からも強豪が参加する第29回 L.C.C.カップジュニアソフトテニス大会に
男子4ペア『柏木盛男・広岡宙ペア』『大江敬久・森島幹太ペア』『大久保耀利・大江

今回から選手権大会となり、『柏木盛男・広岡宙ペア』が準優勝しました。

第3回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。
今回は石川県（能美Jr.）からも参加チームが来るようになりました。

U-14全日本代表
平成24年度U-14全日本代表強化選手に　『広岡宙』君が三田Jr.から初めて

前日には、石川県・能美Jr.と練習試合を行い、夜は同じく能美Jr.と三田Jr.の
子ども達が一緒にお好み焼き屋で交流会を開き、大いに親交を深めました。

第3回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

選ばれました。



平成24年1月28・29日

平成24年3月18日

平成24年5月3～5日

平成24年10月13日

平成24年12月15日

平成25年1月26・27日

平成25年3月30・31日

平成25年6月15・16日

平成25年9月8日

平成25年10月12日

白子全国大会

9位に入賞し、三田Jr.として6年連続近畿大会出場を決めました。

今回は、三田Jr.からも A・B・Cの3チームが出場し、チャンピオンズカップ・36チー

第12回 全日本小学生ソフトテニス大会に兵庫県連盟推薦により、

ム、チャレンジカップ・21チームまで増え、吉川総合公園全面を借り切って、開催

広岡大河ペア』『瀧山尚弥・有本悠登ペア』、女子3ペア『加櫓美怜・植月知菜ペア』
『瀧山詩乃・上垣楓歌ペア』『高畑彩那・林夢依ペア』を宿泊での本格的な強化

しました。また、従来のたこ焼きなどの出店の他、ゴーセンさん・ショーワさんも
出店していただき、益々盛大になってきました。

第4回 “ひまわり杯”舞鶴赤れんがジュニアソフトテニス大会から、団体戦も採用

『加櫓美怜・植月知菜ペア』が初日の団体戦（研修大会）では全敗したものの、
第16回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)で

決勝トーナメントは1勝したものの、次で敗れBEST32でした。

高畑寿志・有本悠登・広岡大河』が全勝し、見事初代チャンピオンに輝きました。

され、三田Jr.からは男女1チームづつが下級の部に参加。

団体戦優勝

バーベキューをしながら、現役も交じってテニスを楽しみました。

女子も近畿大会初勝利

6年連続近畿大会出場

ちなみに兵庫県は大頭弘義監督率いる女子Cチームが研修大会で優勝。
他、団体（研修大会含む）・個人で男女すべてで兵庫県は優勝を独占しました。

第17回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会で　『丸尾優太・広岡大河ペア』が

男子下級の部で参加4チームながら、三田Jr.『丸尾優太・瀧山尚弥・大谷勇人・

『丸尾優太・広岡大河ペア』が出場、予選リーグを1位で突破し、

三田Jr.ＯＢ会開催
恒例の夏合宿二日目に三田Jr.ＯＢ会を下青野公園で開催いたしました。
懐かしいＯＢの子ども達や保護者の方々も多数参加していただき、公園で

出場。次の日は多治見ジュニア他と練習試合を行いました。

女子初の近畿大会へ

第4回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

二日目の個人戦では、1敗でむかえたリーグ最後の試合で初勝利を挙げました。

個人戦は『丸尾優太・広岡大河ペア』が下級の部で2年連続準優勝に輝きました。

第4回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

第16回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会において『加櫓美怜・植月知菜ペア』
が女子として初めて9位入賞し、近畿インドア大会出場が決まりました。

三田Jr.初の遠征試合

3日に和歌山で練習試合、そのまま岐阜に移動し、4日は岐阜県多治見市
遠征練習を行いました。

福井県小学生ジュニアオープン大会が福井県鯖江市で開催され、
三田Jr.から、男子2ペア『柏木盛男・広岡宙ペア』『大江敬久・森島幹太ペア』

三田Jr.では初めて宿泊しての大会参加となり、前日は福井の武生ジュニアと

され、『柏木盛男・広岡宙ペア』『大江敬久・森島幹太ペア』が出場。
『柏木盛男・広岡宙ペア』が準優勝、『大江敬久・森島幹太ペア』が5位入賞と

第15回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)が開催

初の強化遠征

で開催されました第4回　多治見ジュニアうながっぱカップソフトテニス大会に

女子1ペア『澤田果林・望月菜帆ペア』が出場しました。

三田Jr.が大暴れした大会でした。
団体戦も兵庫県Aチームが優勝しました。

ゴールデンウィークを利用して、男子3ペア『熊井彰洋・高畑寿志ペア』『丸尾優太・

練習試合をさせていただきました。



平成25年12月21日

平成26年1月25・26日

平成26年5月17日

平成26年7月12・13日

平成26年8月1・2・3日

平成26年9月13日

平成26年10月12日

男女共、団体ハイの部で参加しました。
そこで女子チーム『牛留清楓・妙中舞衣・小野寺梨乃・植月知春・岸浦咲歩・

だいぎんテニスコート)で開催され、『丸尾優太・広岡大河ペア』が出場しました。

男女合わせて4ペアが予選突破

三田Jr.女子が快挙

女子は、『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が6位、『牛留清楓・植月知春ペア』が7位
で近畿ｲﾝﾄﾞｱへ進出。

どのチームも、全国大会出場者が数名参加している中、全国大会経験者が
誰もいない三田Jr.女子が、抜群のチームワークを発揮、他チームを圧倒し、
見事な勝利でした。

で東京都に敗れ、5位となりました。

第4回 野田カップクラブトーナメント(於：和歌山県・かわべテニス公園)に

男子では、『丸尾優太・広岡大河ペア』が2位で西日本・近畿ｲﾝﾄﾞｱへ
『瀧山尚弥・有本悠登ペア』が11位で近畿ｲﾝﾄﾞｱへ進出。

三田Jr.過去最高の男女合わせて4ペアが近畿ｲﾝﾄﾞｱへ出場することに！

岸浦菜歩』が、あれよあれよと強豪を次々と撃破し、初優勝いたしました。

第5回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

男子は『丸尾優太・広岡大河ペア』が出場。

個人戦は予選リーグ1位、トーナメントは初戦敗退でした。

三田Jr.女子初予選突破

女子は『牛留清楓・植月知春ペア』『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が出場。

第5回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

なくなり、すべてトーナメント戦へと変更になりました。兵庫県チームは準々決勝

第32回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会で　『丸尾優太・広岡大河ペア』

団体戦は大頭弘義監督が兵庫県Ｂチームの監督を務め、和歌山県Ａチーム
を破る大金星を挙げたものの京都府Ｂチームに負け、予選突破は出来ませ
んでした。

愛知県ペアに敗退しました。
団体戦は、個人戦の試合進行が3日目にまでずれ込んだ為、予選リーグが

『丸尾優太・広岡大河ペア』が出場。

個人戦は三田Jr.女子として『牛留清楓・植月知春ペア』が初めて予選リーグ

台風の中…

が4位に入賞し、3年ぶりに全国大会へ。

個人戦は予選リーグ1位、トーナメントは準々決勝で敗れ、5位入賞でした。

第17回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)に

今回は、初めて徳島県（那賀川Jr.）や愛知県（東海Jr.）からも参加していただき、

女子として、県大会で初めてBEST8に入り、近畿大会出場を決めました。

第22回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)に

団体戦はトーナメント決勝で和歌山県に敗れ、準優勝。

1位で通過し、トーナメントへ進出しました。
『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』は惜しくも予選リーグ2位でした。

個人戦は、そんな状況の中で1回戦は突破しましたが、2回戦で第3シードの

第31回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会(於：大分県大分スポーツ公園

台風11号が接近し大荒れの中、中断を繰り返しながらの大会でありました。

四国や東海ブロックへもソフトテニスの輪が広がりました。

三田Jr.から3ペア同時に上位大会へ進出したのも初めてですし、何より女子

『牛留清楓・植月知春ペア』が7位、『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が8位に入賞、

第18回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会（兼西日本・近畿ｲﾝﾄﾞｱ予選）が
神戸市総合運動公園テニスコートで開催されました。

が夏の近畿大会へ初めて出場することになりました。

研修大会団体戦では、広岡克己コーチが兵庫県の監督を務め、優勝いたしました。

三田Jr.大躍進



平成26年11月20～23日

平成26年11月29日

平成26年12月13・14日

平成27年1月24・25日

平成27年3月7日

平成27年3月14日

平成27年4月18・19日

チャレンジカップでも、三田Jr.が初めて予選リーグ1勝いたしました。

輪が広がりました。

第6回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

団体戦では、男子Ａチームが決勝で和歌山県に敗れ、2位。

広岡大河・有本悠登・岸浦咲歩・岸浦菜歩・浅見今日子(生野Jr.)』が1名生野Jr.

リーグを初めて突破、その勢いのままトーナメントも勝ち上がり、三田Jr.として男女
通じての初優勝に輝きました。

和歌山かわべテニス公園で2日間に亘り練習試合が行われ、三田Jr.から男子8名・
女子9名、計17名で参加することになり、宿泊遠征でしたので、森本文弘コーチが
マイクロバスを借りて運転していただき、和歌山へ向かう事になりました。
宿泊はコートに隣接します｢かわべ天文公園｣でした。

3位で予選突破は出来ませんでした。

第11回 上郡佐用ロータリークラブ杯親善ソフトテニス大会において、女子チーム

トーナメントに進出出来ませんでした。

女子Ｂチームは、森本文弘コーチが監督を務め健闘しましたが、リーグ1勝2敗の

の『牛留清楓・妙中舞衣・小野寺梨乃・植月知春・岸浦咲歩・岸浦菜歩』が、予選

マイクロバスで…

男子6年生で『丸尾優太・瀧山尚弥ペア』が、3位。

女子5年生以下で『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が、2位。
三田Jr.は、4クラスすべてで表彰状を獲得しました。

男子5年生以下で『広岡大河（ペアは和田山Jr. 片岡暁紀君）』が、優勝。
『飯田昂平・有本悠登ペア』が、4位。
女子6年生で『牛留清楓（ペアは和田山Jr. 森田結羽さん）』が、3位。

男子ダブルス（ペアは上岡俊介君）で見事優勝し、世界チャンピオンに輝き

インド・アーメダバードで開催された 第2回 世界ジュニアソフトテニス選手権に
三田Jr.ＯＢで大阪・上宮中学3年の『広岡宙』君がアンダー15の部で出場し、

世界チャンピオン

残念ながら悲願の優勝こそ逃しましたが、久々の大健闘でした。

西日本大会

男子チーム『大谷勇人・丸尾優太・瀧山尚弥・市野楓琉・広岡大河・有本悠登』も

第20回 兵庫県小学生春季ソフトテニス大会が雨の中、吉川総合公園テニス

健闘し、4年前に初めて予選リーグを抜け準優勝して以来、二度目の準優勝でした。

上郡初優勝

今回は、三重県（松阪Jr.）や岐阜県（多治見Jr.）からも参加していただき、更に

チャンピオンズカップでは、三田Jr.Aチーム『丸尾優太・瀧山尚弥・牛留清楓・

次の日には、多治見Jr.・松阪Jr.と練習試合を行いました。

団体戦では、準決勝で和歌山県に敗れ、3位。

女子『牛留清楓・植月知春ペア』『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が出場。

第8回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会が山口県・宇部マテ“フレッセラ”

近畿インドア3位

個人戦では、『丸尾優太・広岡大河ペア』準決勝まで進出し、3位に輝きました。

テニスコートで開催され、『丸尾優太・広岡大河ペア』が出場。

『瀧山尚弥・有本悠登ペア』『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』はリーグ1勝1敗の2位で

コートで、男女6年生の部・男女5年生以下の部の計4クラスで開催されました。

『牛留清楓・植月知春ペア』はトーナメントに進出したものの2回戦で敗れBEST16。

から強力な助っ人も加わり、第1回の3位を上回って、決勝まで進出いたしました。

第6回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

全クラス入賞

第18回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜ドーム)に
男子『丸尾優太・広岡大河ペア』『瀧山尚弥・有本悠登ペア』

ました。

強烈な寒波での大会でしたが、個人戦は予選リーグを抜け、BEST32。

三田Jr.として、初めてマイクロバスでの大移動でありました。



平成27年5月3～5日

平成27年5月16日

平成27年7月11・12日

平成27年7月31日～8月2日

平成27年8月29日

平成27年9月26日

上宮高校が団体優勝、中学でも全国中学校ソフトテニス大会で『丸尾優太』君
の上宮中学が団体優勝し、小・中・高の全国大会団体優勝すべてに三田Jr.が
貢献すると言う素晴らしい夏でした。

勝ち取りました。

歓喜の瞬間、再び

第23回 近畿小学生選手権ソフトテニス大会（於：大阪府・堺市金岡公園）に

に出場した『広岡大河』君が、保育園児で初出場した第32回 三田市総合体育

西日本大会予選会

県選手権初制覇

通算100大会出場
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第22回 全日本ジュニアソフトテニス選手権大会

大会 ソフトテニス小学生の部から数えて、この大会で通算100回目の出場となり
ました。

開催されました。今回は、男子に続き初めて女子も出場し、
『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』が準優勝。『岸浦咲歩・岸浦菜歩
ペア』が第3位に入り、三田Jr.が個人戦では大暴れいたしました。

4日は岐阜県多治見市でうながっぱカップに出場しましたが、生憎の雨で大会
は途中で打ち切りとなりました…　5日は好天になり、たくさん練習試合を行い

東海Jr.と練習試合を行い、また新たな交流を深めました。

圧巻は、男子決勝 山形戦、兵庫県は初戦をファイナルゲームで惜しくも落し、

片岡暁紀君）』は、この大舞台において相手に1ポイントも与えないパーフェクト

この年は西日本小学生選手権大会が10月に開催されるため、予選会が別途行
われました。そこで、男子は『広岡大河（ペアは和田山Jr. 片岡暁紀君）』が優勝、

女子でも『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が準優勝し、3ペアが西日本大会の切符を

勝負は二番手に登場した大将ペアに…　そこで『広岡大河（ペアは和田山Jr.

『飯田昂平・有本悠登ペア』が4位になり、

まま三番勝負を制し、優勝の栄冠に輝きました！

第32回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会が富山県高岡市テニスコートで

男子は『広岡大河（ペアは和田山Jr. 片岡暁紀君）』、女子は『岸浦咲歩・岸浦

今回は男子が『有本悠登・飯田昂平・広岡大河・片岡暁紀』、女子『植月知春・

県立明石公園で開催されました第33回 兵庫県小学生選手権ソフトテニス大会

ちなみに、高校では全日本高等学校選手権大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ）で『広岡宙』君の

しかも男女同時に！

ました。

ゲーム！相手チームに傾いた流れを一気に取戻し三番に繋げ、その雰囲気の

毎年恒例のＧＷ強化遠征を今年は愛知県からスタートしました。

し、素晴らしい成績を残しました。

独占いたしました。

県に続き、近畿選手権も初制覇

団体戦においても、勢いが衰えず、男子が4年振り2度目の優勝、女子も準優勝

男子は『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』、『飯田昂平・有本悠登ペア』 
女子は『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が出場。
個人戦では、『広岡大河（ペアは和田山Jr. 片岡暁紀君）』が優勝、『岸浦咲歩・
岸浦菜歩ペア』が準優勝し、近畿選手権も初めて獲ることが出来ました。

東海遠征

菜歩ペア』が優勝し、ようやく選手権を獲ることが出来ました。
それに女子が初めて夏の全国大会へ出場することになりました。
男子では『飯田昂平・有本悠登ペア』も7位入賞し、近畿大会へ進出しました。
女子兵庫県Ａ代表の監督に、大頭弘義監督が選出されました。

3日に愛知県豊川市の新東工業テニスコートにおいて、豊川クラウンJr.・

団体でも、兵庫県が男女共優勝し、兵庫県が個人・団体すべてのタイトルを

岸浦菜歩・岸浦咲歩・西琴羽』計8名。

（兼、全国・近畿予選）において三田Jr.として初めて優勝することが出来ました！



平成27年10月10・11日

平成27年10月31日

平成27年11月22日

平成27年11月28日

平成27年11月29日

平成27年12月

平成28年1月17日

東兵庫大会
第8回 東兵庫ジュニアソフトテニス交流大会で男子『広岡大河（ペアは和田山Jr.
片岡暁紀君）』が行われた7大会中、三田Jr.として6度目の優勝を果たしました。
（第5回大会は雨天中止）
女子も『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が、三田Jr.では2年連続準優勝し、あと一歩
というところでした。

個人戦は『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』、『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』

三田Jr.ではチャレンジカップに今までの [キッピー]チームに加え、新たに

たくさんもらって、有意義な一日でした。

男女4ペアが近畿インドアへ

三田Jr.からは『広岡大河』君が男子キャプテンとして挨拶を行いました。

全日本強化選手
平成28年度U-14全日本代表強化選手に　三田Jr.から二人目となる『広岡大河』

大阪市中央体育館で開催されました国内最高峰のインドア大会と言われる 第61回
全日本インドアソフトテニス選手権大会に　三田Jr.OBとして初めて『広岡宙』君（上宮

第32回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会で兵庫県男子が団体戦で4年ぶりの

メーカー他の来賓も招いて祝賀会を開催いたしました。

準優勝に終わりました。

植月知春・岸浦咲歩・岸浦菜歩・西琴羽』が準決勝までコマを進め、第3位となり

男子は『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』、『飯田昂平・有本悠登ペア』、 
テニスコートで今年も開催され、

悠登ペア』が6位で近畿ｲﾝﾄﾞｱへ進出。
女子は、『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が2位、『植月知春・西琴羽ペア』が8位で
近畿ｲﾝﾄﾞｱへ進出。
今年も三田Jr.からは男女合わせて4ペアが近畿ｲﾝﾄﾞｱへ出場することになりまし

団体戦では、男子が熊本県に敗れ、BEST8。女子は決勝で島根県に惜しくも敗れ、

第7回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦

子ども36人（幼稚園・中学生含む）、大人22人（コーチ含む）、総勢58人の大応援団
でした。三田から電車で大移動し、会場では一流選手のプレーに感動し、サインも

ました。

今年は天候にも恵まれ、参加数も過去最大となるチャンピオンズカップ39チーム・
チャレンジカップ24チーム　計63チームがエントリーいたしました。

第19回 兵庫県小学生秋季ソフトテニス大会（兼西日本・近畿ｲﾝﾄﾞｱ予選）が
神戸市総合運動公園テニスコートで開催されました。

全日本インドア

高校1年）が、大阪代表で出場したので、三田Jr.を挙げて応援に向かいました。

女子は『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』が出場。

西日本大会
第9回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会が山口県・宇部マテ“フレッセラ”

が共にBEST8で5位の表彰を受けました。。

男子では、『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』が2位、『飯田昂平・有本

たが、男女共優勝を逃したのは、ちょっと残念でした。

優勝を達成しましたので、今回も姫路キャッスルホテルで兵庫県の各ジュニア・連盟・

君がペアの和田山Jr.『片岡暁紀』君と共に選ばれました。

次の日は、多治見Jr.・和田山Jr.と加東市滝野総合公園で練習試合を行いました。

[チャッピー]チームを創り、2チームが参加いたしました。
チャンピオンズカップでは、三田Jr.Aチーム『有本悠登・飯田昂平・広岡大河・

再び優勝祝賀会

第7回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。



平成28年1月23・24日

平成28年3月19日

平成28年5月3～5日

平成28年7月10・11日

平成28年11月26日

平成29年1月7日

4日は岐阜県多治見市でうながっぱカップに出場、5日は例年通り練習試合を行い
ました。
今回は全員が初めての遠征でしたので、色々と貴重な経験が出来たと思います。

した。

三田Jr.ソフトテニスクラブ創部15周年記念式典及び三田Jr.OB会設立総会を
キッピーモール6階 まちづくり協働センター多目的ホールで開催いたしました。
ＯＢ13名、コーチ8名、保護者6名、小学6年生9名が参加、記念式典を行い、
その中で三田Jr.OB会を発足することになりました。
式典の後は、懇親会、そしてそのままテニスコートになだれ込み、現役小学生と
一緒に試合をして、大いに盛り上がりました。

創部15周年記念式典及び三田Jr.OB会発足

今年も天候に恵まれ、参加数も去年を上回るチャンピオンズカップ42チーム・
チャレンジカップ27チーム　計69チームで熱戦が繰り広げられ、チャンピオンズ

チャレンジカップ には去年同様[キッピー][チャッピー]の2チームで参加し、

次の日は、雨の中でしたが松阪Jr.と春日総合運動公園で練習試合を行いました。
[チャッピー]チームが、第6回以来の予選リーグ1勝を挙げました。

カップでは8年連続予選リーグを突破し、BEST8に進出しました。

恒例になった東海遠征
今回もＧＷ強化遠征を愛知県からスタートしました。
男子が『藤川歩夢・保井遥仁・廣瀬雄大・米谷侑悟』、女子が『東良華奈・木下友夢・
五島美愛・富永珠羽・太田倫・木元穂乃花』の計10名。
3日に愛知県東海市の加木屋運動公園テニスコートにおいて、今回も豊川クラウン
Jr.・東海Jr.と練習試合を行いました。

第8回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦
第8回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

の『植月知春・岸浦菜歩・岸浦咲歩・西琴羽・西絢羽・富永珠羽』が、昨年に続き
リーグ突破、トーナメントも着実に勝ち上がり、二連覇を達成しました。
男子チーム『有本悠登・飯田昂平・平井大翔・末井喬也・廣瀬雄大』も大健闘し、
予選リーグ1位突破し、準決勝で敗れたものの3位決定戦で勝利し、3位に輝きま

団体戦（研修大会も含む）すべてで男女共優勝し、史上初の年間完全制覇を

7人が出場。

の杜庭球場で開催された西日本学生ソフトテニス選手権大会において、ダブルス
（ペアは山本尚輝君・近畿大学4年）で準優勝という好成績を収めました。

はBチームで予選リーグ2位。『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』はAチームで優勝。
初日の団体戦では、『広岡大河』がAチームで優勝。『飯田昂平・有本悠登ペア』

初日の団体戦、兵庫県が優勝を独占。

の決勝で惜しくも敗れ準優勝。『植月知春・西琴羽ペア』は予選リーグ2位となり、

兵庫県が平成27年度に完全制覇を達成）
三田Jr.からは、男子は『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』『飯田昂平・

三田Jr.OBが活躍
三田Jr.OBの『鈴木駿介』君（近畿大学4年）が、三重県鈴鹿市三重交通Gスポーツ

ドーム)において、兵庫県が夏の近畿選手権に続いて、近畿インドアも個人戦・

個人戦は『広岡大河（ペアは和田山Jr.片岡暁紀君）』が夏に続き優勝。『飯田

近畿史上初！年間通じて完全制覇
第19回 近畿小学生選抜インドアソフトテニス大会(於：滋賀県長浜バイオ大学

有本悠登ペア』　女子は『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』『植月知春・西琴羽ペア』の

昂平・有本悠登ペア』は予選リーグ2位。『岸浦咲歩・岸浦菜歩ペア』は兵庫同士

『植月知春・西琴羽ペア』はBチームで3位。研修大会も男女とも優勝し、まずは

第12回 上郡佐用ロータリークラブ杯親善ソフトテニス大会において、女子チーム

達成しました！（ｲﾝﾄﾞｱ大会では兵庫県だけが平成22年度・24年度・27年度の
3度、選手権大会では和歌山県が第1回大会の平成5年度・11年度の2度、

上郡佐用ロータリークラブ杯 二連覇

個人戦でも兵庫県が優勝を独占し、年間完全制覇となりました！



平成29年5月3～5日

平成29年6月25日

平成29年10月20～23日

平成29年11月25日

平成30年4月

平成30年5月3・4日

平成30年11月23日

練習試合に、男子が『足立奏太・三井優月』、女子が『富永珠羽・三木友稀・
小澤美颯・保井心遥・太田倫・木元穂乃花』の計8名が参加しました。

ムが、前回に続き予選リーグ1勝を挙げました。
次の日は、多治見Jr.・淡路Jr.と春日総合運動公園で練習試合を行いました。

NTT西日本チーム
実業団屈指のNTT西日本チームへ『広岡宙』君が三田Jr.から初めて入社いたしま
した。NTT西日本は、前身のNTT西日本広島を含めて日本リーグ(実業団最高峰の
リーグ)で通算22度の優勝、現在8連覇中。全日本実業団3連覇中の強豪中の強豪
チームです。個人戦でも天皇杯優勝や世界大会で活躍されています。
今年度から高卒も採用するようになり、『広岡宙』君に白羽の矢が立ち入社する事
になりました。今後の活躍が楽しみです。

男子が『足立奏太・三井優月』、女子『保井心遥・太田倫・木元穂乃花・森田春奈』
の計6名で参加し、今年も[ビジネス旅館・清楽]に宿泊いたしました。

恒例東海遠征
今回のＧＷ強化遠征は、3日に愛知・東海Jr.、豊川クラウンと豊川市庭球場で練習
試合、4日うながっぱカップ参加という二日間の日程でした。

高校生男子で決勝進出すれば、史上初となるところでしたが、惜しくも優勝したNTT

ソフトテニスの最高峰である天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会が
群馬県前橋総合運動公園テニスコートで開催され、三田Jr.OBの『広岡宙』君（上宮

第9回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。
参加数がさらに上回りチャンピオンズカップ45チーム・チャレンジカップ27チーム
計72チームで熱戦が繰り広げらました。今回から香川・善通寺JSCや和歌山LCC

チャレンジカップ には[キッピー][チャッピー]の2チームで参加し、[チャッピー]チー

ＧＷ東海遠征
恒例のＧＷ強化遠征を行い、3日に東海市加木屋運動公園・七曲公園で愛知・

宿泊いたしました。

東海Jr.と練習試合、4日うながっぱカップ、5日練習試合という日程でした。
男子が『足立奏太・三井優月』、女子『富永珠羽・三木友稀・太田倫・木元穂乃花』
の計6名で参加し、平成26年度からお世話になっている[ビジネス旅館・清楽]に

高校3年、ペアは上岡俊介君・上宮高校3年）が、降りしきる雨の中、次々と勝ち上が
り、高校生としては、3年ぶり史上4度目のBEST4へ進出しました。

など全国でも有名なクラブが参加し、増々大きな大会へと成長いたしました。
チャンピオンズカップでは9年連続予選リーグを突破し、BEST8に進出しました。

伊勢神宮参拝
三重・松阪Jr.主催のUMEMURACUPに出場するため、前日から三重高校での

しかし、試合当日は生憎の雨で朝6時に大会が中止となりました。
宿泊での遠征で、保護者のみなさんも朝一番で松阪に到着していましたので、
急遽観光する事になり、全員で伊勢神宮に参拝いたしました。

NTT西日本ソフトテニス交流会
今回三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦が10回目を開催するにあたり、記念企画と
して、日本でトップチームであるNTT西日本ソフトテニス部から　船水雄太選手・
丸中大明選手・林大喜選手・村田匠選手をお招きし、交流会を開催いたしました。
次の日のクラブ対抗戦に参加するチームに呼び掛け、13クラブ125名が参加し、
NTT西日本のみなさんとソフトテニスを楽しみました。
普段滅多に交流出来ない選手と丸一日エキシビションマッチや乱打、1ゲーム
マッチ、サイン会とたくさんふれ合う事が出来ました。

大会としては、8月20日に新たに開催され、『富永珠羽・三木友稀ペア』のみが、
出場しました。

天皇賜杯

西日本の『水澤悠太・村上雄人ペア』に3-5で敗れ、3位となりました。

第9回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦



平成30年11月24日

平成31年3月2日

第10回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦
第10回 三田Jr.ソフトテニスクラブ対抗戦を吉川総合公園で開催しました。

大会は、チャンピオンズカップで明石Aがチャレンジカップでは龍野がそれぞれ
初優勝を達成いたしました。
三田Jr.は、10年連続予選リーグを突破しましたが、トーナメントは初戦敗退となり
ました。チャレンジカップ には[キッピー]チームで参加しましたが、残念ながら
1勝する事は出来ませんでした。

今回は、新たに4クラブが新規参入、遠くは山梨県から甲府ストロングも参加して
いただき、チャンピオンズカップ51チーム・チャレンジカップ22チーム 計73チーム
で行いました。

To be continued…

3年ぶりの県大会入賞
第24回 兵庫県小学生春季ソフトテニス大会において『太田倫・森田春奈ペア』が
5年生以下女子の部で、平成27年度以来3年ぶりに県大会でBEST8以上に進出、
順位決定戦で7位に入賞いたしました。


